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※たくさんの大学パンフが届くので、該当する校数をよく確認してください。
※どの大学のパンフが届くか「学問別大学リスト」で必ず確認してください。
※大学パンフは一部を除いて無料で届きます。
※有料の大学パンフ（国公立大学、一部の私立大学）は□では取り寄せられません。
　下欄に大学パンフコードを直接、記入してください。
※大学パンフが有料の私立大学は同封されている支払い方法に従って、料金をお支払いください。
　国公立大学は同封されている払い込み用紙で料金をお支払いください。
※有料の大学パンフは、料金のほかに1コードにつき別途事務手数料がかかります。

学びたい学問系統と進学する地域を選んで□すると、大学パンフが取り寄せられます。

学べる大学のパンフを取り寄せる
チャートの診断結果や、気になる学問で大学パンフを取り寄せよう！
該当学問の、進学したい地域にチェックするだけで取り寄せられるよ。

学べる大学みつかるシート
「学問発見ナビ」を活用して、キミにピッタリな大学をみつけよう！
シートの書き方は、別冊「学べる大学みつかるブック」で解説しているよ。

パンフコード

高2の今こそ、なるべく多くの大学パンフを取り寄せて、
いろいろな大学を比較してみよう！　

学問から
大学パンフを
取り寄せよう

個別に
パンフを
取り寄せよう

系統 系統 系統

学部大学

学部大学

学部大学

学部大学

系統

気になる学問系統 わくわくするワード！

〈学問別〉大学パンフ取り寄せはがき

7校以上取り寄せ
500円

10校以上取り寄せ
1000円

わくわくワードから気になる大学を見つける
①「わくわくワードを探そう」（p.44～）や「わくわくワードマップ」（p.48～）から書いてみよう

②一番気になる学問系統と一番わくわくするワードを書いて、
　気になる大学を見つける方程式を完成させよう！

③「学問系統×わくわくワードリスト」（p.51～）で大学・学部を探してみよう

気になる学問系統を見つける

気になる
学問系統

「先生の探究
ヒストリー」を
見た感想

短時間で
効率よく
大学を探す！

しっかり
念入りに
大学を探す！

大学パンフを取り寄せるだけで、
QUOカード最大　　　　　　   プレゼント ！1000円分

全員にプレゼント！

気になる学問系統は、p.38「適学診断チャート」の結果やp.63の「16学問系統解説」を見て書いてみよう。
気になる学問系統の始めにある「先生の探究ヒストリー」の記事と動画を見て、感想を書いてみよう。

一番 一番

記入が終わったら、右のはがきを切り取って投かんしよう ！　□式、コード記入式のどちらかだけでもOK !

▲別冊　学べる大学みつかるブック

　  1. 文学系統
□ 　北海道・東北・　　関東 ( 東京以外 ) 7校 EAAA

□ 東京・甲信越 15校 EAAB

□ 西日本 14校 EAAC

　 2. 語学系統
□ 全国 17校 EBAA

　 3. 法学系統
□ 全国 12校 ECAA

　 4. 経済・経営・商学系統

□ 関東 ( 東京以外 ) 11校 EDAA

□ 東京 10校 EDAB

□ 西日本 9校 EDAC

　 5. 社会学系統
□ 　北海道・東北・　　関東 ( 東京以外 ) 10校 EEAA

□ 東京 10校 EEAB

□ 西日本 11校 EEAC

　 6. 国際関係学系統
□ 全国 14校 EFAA

　 7. 教員養成・教育学系統

□ 東日本 12校 EGAA

□ 西日本 16校 EGAB

　 8. 生活科学系統 
□ 東日本 12校 EHAA

□ 西日本 12校 EHAB

　 9. 芸術学系統
□ 全国 9校 E J A A

　 10. 総合科学系統
□ 全国 9校 EKAA

　 11. 看護・保健学系統
□ 　北海道・東北・　　関東 ( 東京以外 ) 13校 ELAA

□ 東京・甲信越 8校 ELAB

□ 西日本 13校 ELAC

　 12. 医・歯学系統
⃞ 東日本 5校 EMAA

　 13. 薬学系統
□ 全国 6校 ENAA

　 14. 理学系統
□ 全国 5校 EPAA

　 15. 工学系統
□ 全国 17校 EQAA

　 16. 農・水産学系統
□ 全国 7校 ERAA

応募にあたっての注意
※キャンペーン対象：2021「学問発見ナビ」、「学問発見ナビ」Web進路講演　※締切日
の後でも大学パンフ取り寄せは可能ですが、キャンペーン対象外となります。※複数枚の
はがきや、パソコン・スマートフォンで複数回応募しても、プレゼントの送付は1回のみです。
※同じ大学で複数学部の大学パンフを取り寄せた場合は1校と見なします。※応募の際
は必要事項を明記してください。



キ
リ
ト
リ
線

※7校以上で500円分、10校以上で1000円分全員プレゼント！
最大 1000円分 のQUOカード
締切日：2021年8月31日（火）必着

大学パンフ取り寄せで

学問発見ナビ2021 23040

差出有効期限
2022年2月28日まで
（切手不要）

堅田局
進研アド・物流センター

大学パンフ受付係

520 -1190

　Q3. 志望入試形態に〇を付けてください（複数回答可）。
１. 学校推薦型・総合型選抜 　2. 一般選抜・大学入学共通テスト利用入試

　Q2. 進学先として、どのエリアを志望していますか？　志望するエリアに〇を付けてください（複数回答可）。
１. 北海道・東北　２. 関東　３. 甲信越　４. 東海・北陸　５. 近畿　６. 中・四国　７. 九州・沖縄

★Q1. どのような学問系統を志望していますか？（複数回答可）
１．文学　２．語学　３．法学　４．経済・経営・商学　５．社会学　６．国際関係学  ７．教員養成・教育学　８．生活科学   9．芸術学
10．総合科学　11．看護・保健学   12．医・歯学　13．薬学　14．理学　15．工学　16．農・水産学

アンケートにご協力ください

～ご記入いただく個人情報の取り扱いについて～　 
大学パンフ請求にてご記入いただく個人情報（以下「個人情報」といいます）は、株式会社進研アドが取得し、管理いたします。
〈個人情報の利用目的〉 １．ご希望の大学パンフの提供　２．志望学問系統等を考慮し、大学・短期大学や専門職大学・短期大学情報、オープンキャンパ
ス、入学試験に関する情報等、当社から進路選択に役立つ情報の提供　３．進学に関するアンケート・調査依頼、個人が特定されない統計情報・マーケティ
ング資料作成および、これらの当社の事業に関連する研究・企画開発　４．プレゼントの抽選および発送 
〈第三者提供について〉 ★印の個人情報については、ご希望の大学パンフ請求大学へ提供します。提供先の大学・短期大学では、各種大学パンフ等の発
送、および進路に役立つ情報の発信に利用する場合があります。詳細は各大学へお問い合わせください。 
〈個人情報の取り扱い〉 個人情報を業務委託先に預ける場合があります。また、ご記入は任意ですが不足がある場合、大学パンフの送付、当社からの情報・
サービス等の提供に支障が生じる場合があります。個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、当社「個人情報に関するお問い合わせ窓口」
（0120-660-872 通話料無料、土・日・祝日・年末年始を除く、10:00～ 17:00 但し、12:00 ～13:00を除く）にて承ります。 
株式会社進研アド　個人情報保護統括管理者　株式会社進研アド「個人情報保護方針」（http://shinken-ad.co.jp/） 
上記を保護者の方とも確認のうえ、ご承諾いただける方は、ご記入ください。 

※2021年４月時点で高校2年生の
場合は、「2023」とご記入ください。

今後、㈱進研アドから「ご記入いただく個人情報の取り扱いについて」に記載している内容で、ご案内のメールをお送りする場合があります。
同意いただける方は、ご記入ください。

年　　　  月　　　  日

高校

固定電話の場合は、市外局番からお書きください。

（姓）

都道
府県

市区
郡

都 道
府 県

生年月日
        （西暦）

男 ・ 女
（名）

国立／都道府県立／

市町村立／私立

★氏名

★ フリガナ ★

★住所

★TEL.

★Eメール
　　（※任意）

★高校名

（20　　 　）年 3 月卒業予定

学問別 大学パンフ取り寄せはがき 
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番地、アパート名・マンション名までご記入ください。

※2021年9月下旬発送予定

学部・研究事典で、興味の幅を広げよう
　大学情報を読んで興味が湧いた「わくわくワード」
を見つけたら、「学問系統×わくわくワードリスト」
（p.51～）に戻って、ほかにそのワードを学べる大学
があるか探してみよう！
　新たな「わくわく」との出会いがキミを待ってるよ！

学問系統への理解を深めよう
　気になる学問系統を見つけたら、それぞれの系統
の「先生の探究ヒストリー」を活用してイメージを深
めよう。動画からは、先生の研究室や大学のキャンパ
スの様子まで見れるよ！

先輩の学問選びを参考にしよう
　学部・研究事典の中には、先輩が学問選びの理由
を教えてくれている大学もあるよ。p.65に先輩の一
覧を掲載しているので、共感できる先輩を見つけて
大学を検討しよう！

もっと詳しい学びの内容を知ろう
　学びの内容を知るうちに、もっと深い興味・関心の
方向に気づいたら、「72分野解説」（ｐ.370～）を読
もう。学問系統ごとに、より深く学びの内容を解説し
ているよ。

▲学部・研究事典 ▲先生の探究ヒストリー（農・水産学系統の例）

▲学問系統×わくわくワードリスト

未来の選択につながる
思わぬ出会いが
あるかも！

校外テストやオープン
キャンパスも活用して、
いろいろな大学に
目を向けよう。

学問の
魅力も教えて
くれているよ！

「学問発見ナビ」を使って、さまざまな角度から学問・大学を探そう ！ 

▲動画も必見！


